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別紙 

諮問第５３４号 

 

答   申 

 

１ 審査会の結論 

「医療保護入院者の入院届ほか３件」の一部開示決定において非開示とした部分のう

ち、「入院診療計画書」における非開示部分については開示すべきであるが、その他の

部分については、非開示が妥当である。 

 

２ 異議申立ての内容 

（１）異議申立ての趣旨 

 本件異議申立ての趣旨は、東京都個人情報の保護に関する条例（平成２年東京都条

例第113号。以下「条例」という。）に基づき、異議申立人が行った「○年○月○日

から○月○日までの○○病院における医療保護入院についての記録」の開示請求に対

し、東京都知事が平成28年１月８日付けで行った一部開示決定について、その取消し

を求めるというものである。 

 

（２）異議申立ての理由 

 異議申立書における異議申立人の主張を要約すると、以下のとおりである。 

 

ア 趣旨 

本人が医療保護入院に対する全開示を望んでいるにもかかわらず（既に入院先

の病院に対して開示請求済み）、本人の利益のためを装いつつ、逆に事務処理や

利害対立する病院側の利益を守る形での非開示理由により、多くの箇所を非開示

とする一部文書開示で処理しようとすることに対して、強く異議を申し立てる。 

 

イ 開示決定通知書について 

開示の日時及び場所について、「別途協議の上、決定」と記載され、「この日

時においでになれない場合は」連絡せよとの指示であるが、特定されない日時を
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指示されても行動のとりようがなく不適切な教示である。 

 

ウ 非開示理由について 

  （ア）医療保護入院者の入院届の「印影」について、「印影偽造犯罪防止」では、

開示したくなければ、やたらに印を押せばよいことになる。 

  （イ）医療保護入院者の入院届の「病名」について、「本人の感情・反応を考慮して

簡略化すると事務に支障」という理由が挙がっているが、本人は全開示を希望し、

事務に障害がないのが全開示なのだから、理由になっていない。 

「生活歴及び現病歴」＜現在の精神症状＞＜その他の重要な症状＞＜問題行

動等＞＜現在の状態像＞「医療保護入院の必要性」欄は全て「同上」とされてお

り、噴飯物である。 

  （ウ）医療保護入院者の入院届の「入院を必要と認めた精神保健指定医氏名」につい

て 

ａ 非開示理由として「報告者の報告内容が本人の認識と一致するとは限らない

と想定され」とあることについて 

（ａ） 「報告者」とは何を指すのか意味不明である。 

（ｂ） 認識の不一致というものの、本人の認識は病院側からの退院証明書等に

ある入院の事実である。 

（ｃ） 不開示理由が「事務の適切な遂行への支障」であるなら、個人のプライ

バシーが事務を理由に侵害されていることを肯定することになる。 

ｂ 不開示理由として「個人識別情報」であることを挙げていることについて、

利害対立する病院医師団側の「個人」に関する情報を、開示請求者である私

の個人情報請求に優越して保護しており、開示請求趣旨に相反している。 

  （エ）入院診療計画書の「病名」については、上記（イ）に同じ。 

  （オ）医療保護入院者の退院届の「印影」については、上記（ア）に同じ。「病名」

については、上記（イ）に同じ。 

  （カ）「病名」については、病院側の診断書で明確に「○○○」と記されており、

「本人の感情・反応」を考慮すべきとする言い分には根拠がない。 
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３ 異議申立てに対する実施機関の説明要旨 

理由説明書及び口頭による説明における実施機関の主張を要約すると、以下のとおり

である。 

（１）医療保護入院者の入院届における「病名」、「生活歴及び現病歴」、「現在の精神

症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像」及び「医療保護入院の必

要性」の各欄、入院診療計画書における「病名」及び「症状」欄並びに医療保護入

院者の退院届における「病名」欄の非開示について 

条例16条６号イは、試験、選考、診断、指導、相談等に係る事務に関し、評価、

判断等、その事務の過程若しくは基準が明らかとなるおそれ又は公正な判断が行え

なくなるおそれがあり、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合を、

非開示情報として定めている。 

上記非開示部分のうち医療保護入院者の入院届の各欄は、精神保健及び精神障害

者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号。以下「法」という。）33条に基づく医

療保護入院に関し、法18条に基づき厚生労働大臣に指定された精神保健指定医（以

下「指定医」という。）が専門的見地から行った診察内容やそれに基づく見解、判

断、診察結果を記載したものであり、その内容は条例16条６号イの「診断」に該当

する。 

同様に、上記非開示部分のうち入院診療計画書における「病名」及び「症状」欄

並びに医療保護入院者の退院届における「病名」欄も医師が専門的見地から行った

「診断」であって、条例16条６号イに該当する。 

医療保護入院は、対象者の精神障害に伴う言動や行動から入院が必要であると判

断されるものであり、本人に病識がなく、入院の必要性を理解できないことによる

非自発的入院制度であるため、本人の認識と診断結果に相違が生じる可能性がある。 

以上のことから、これらの事項について、開示を前提として記録を作成しなければ

ならないとすると、入院患者の感情や反応を考慮して記載内容を簡略化するなど、診

断結果の記載が消極化、形骸化するおそれがあり、今後の医療保護入院の適切な遂行

に支障を及ぼしかねない。加えて、上記の理由から真に非自発的な入院を必要とする

かどうかの判断を求められる東京都精神医療審査会の審査にも著しく支障を来すおそ

れがあるため、条例16条６号に基づき非開示とした。 

さらに、入院診療計画書は、医療法（昭和23年法律第205号）６条の４及び医療法
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施行規則（昭和23年厚生省令第50号）１条の５に基づき医師が作成する入院患者の病

名、症状、治療計画、検査・手術の内容・日程、推定される入院期間等を記載した書

面である。主治医は、作成した入院診療計画書を基に、患者本人又はその家族に対し

診療に係る適切な説明を行うものとされている。 

本件に係る入院診療計画書は、患者である異議申立人本人ではなく、家族に手交さ

れている。これは、医療機関が当該医療保護入院について、患者本人よりも家族に対

して交付・説明した方が診療上の観点から望ましいと判断したものと考えられる。こ

のような医療機関の判断にもかかわらず、入院診療計画書における「病名」及び「症

状」欄を開示することにより、当該医療機関との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれが

あり、医療保護入院の適切な遂行、ひいては東京都の精神保健医療福祉体制の構築に

支障を来すおそれがあることから、条例16条６号に基づき当該箇所を非開示とした。 

 

（２）医療保護入院者の入院届「入院を必要と認めた精神保健指定医氏名」欄の非開示に

ついて  

指定医は、一定の職務経験を有し、法律等に関する研修を修了した医師のうち、厚

生労働大臣が指定した医師をいう。指定医の職務には、「医療機関等において、精神

科病院への医療保護入院等の入院の要否や一定の行動制限の要否の判断等を行うこ

と。」及び「公務員として、措置入院の要否の判断等を行うこと。」がある。 

このような職務の特殊性から、氏名を開示した場合、医療保護入院に対する本人の

認識との相違から、書類の記載内容の真偽や詳細を確かめるために指定医の職務の妨

害となるような行為が行われることも予想され、医療保護入院の適切な遂行に支障を

及ぼしかねない。加えて、上記の理由から真に非自発的な入院を必要とするかどうか

の判断を求められる東京都精神医療審査会の審査にも著しく支障を来すおそれがある

ため、条例16条６号に該当する。 

また、指定医氏名は開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外

の特定の個人を識別することができるものであるため、条例16条２号に基づき非開示

とした。 

 

（３）同意書「医事課職員氏名」の非開示について 

医事課職員氏名は開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の
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特定の個人を識別することができるものであるため、条例16条２号に基づき、非開示

とした。  

 

（４）医療保護入院者の入院届及び医療保護入院者の退院届「病院管理者印影」の非開示

について 

印影を開示した場合、偽造等による犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため、

条例16条４号に基づき非開示とした。 

 

４ 審査会の判断 

（１）審議の経過 

審査会は、本件異議申立てについて、以下のように審議した。 

年 月 日 審 議 経 過 

平成２８年 １月２７日 諮問 

平成２８年 ２月１８日 新規諮問概要説明（第１６２回第二部会） 

平成２８年 ７月２７日 新規概要説明（第１６６回第二部会） 

平成２８年 ９月 １日 実施機関から理由説明書収受 

平成２８年 ９月１３日 実施機関から説明聴取（第１７０回第一部会） 

平成２８年１０月２５日 審議（第１７１回第一部会） 

平成２８年１１月１６日 審議（第１７２回第一部会） 

平成２８年１２月２１日 審議（第１７３回第一部会） 

平成２９年 １月２５日 審議（第１７４回第一部会） 

平成２９年 ２月２８日 審議（第１７５回第一部会） 
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（２）審査会の判断 

審査会は、異議申立ての対象となった保有個人情報並びに実施機関及び異議申立

人の主張を具体的に検討した結果、以下のように判断する。 

 

ア 医療保護入院について 

法33条は医療保護入院について規定しており、同条１項柱書で「精神科病院の

管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意がある

ときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。」とし、同項

１号で「指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のた

め入院の必要がある者であって当該精神障害のために第20条の規定による入院

（任意入院）が行われる状態にないと判定されたもの」としている。 

 

イ 医療保護入院に係る届出 

法33条７項及び「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届

出等について」（平成12年３月30日厚生省通知。以下「厚生省通知」という。）

により、精神科病院の管理者に対して、医療保護入院の措置が行われたときは、 

10日以内に措置の対象となった者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入

院について同意した者の同意書及び入院診療計画書の写しを添えて、厚生省通知

に定める様式「医療保護入院者の入院届」（以下「入院届」という。）を提出す

ることにより、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出ることが義務

付けられている。 

さらに、法33条の２及び厚生省通知は、医療保護入院の措置により入院した者

を退院させたときは、精神科病院の管理者は、厚生省通知に定める様式「医療保

護入院者の退院届」（以下「退院届」という。）により、10日以内にその旨及び

厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出

なければならない旨規定している。 

このうち、入院診療計画書は、医療法６条の４及び医療法施行規則１条の５の

規定に基づき医師が作成する書面であり、医師は入院患者の病名、症状、入院中

に行われる検査、手術その他の治療計画等を記載し、これを患者又はその家族に
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対して交付し、記載事項について適切な説明を行わなければならないとされてい

る。 

 

ウ 東京都精神医療審査会について 

東京都精神医療審査会（以下「精神医療審査会」という。）は、法12条の規定

により設置される機関である。 

東京都知事は、入院届の提出があったときは、法38条の３第１項の規定により、

当該届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審

査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関して

審査を求めなければならないこととされており、審査を求められた精神医療審査

会は、同条２項の規定に基づき、当該審査に係る入院中の者についてその入院の

必要があるかどうかに関し審査を行い、その結果を東京都知事に通知しなければ

ならない。 

 

エ 本件対象保有個人情報及び本件非開示情報について 

本件異議申立ての対象となった保有個人情報は、異議申立人を被診察者とする

入院届（以下「本件対象保有個人情報１」という。）、同意書（以下「本件対象

保有個人情報２」という。）、入院診療計画書（以下「本件対象保有個人情報

３」という。）及び退院届（以下「本件対象保有個人情報４」という。）である。 

実施機関は、本件対象保有個人情報１のうち「病名」、「生活歴及び現病歴」、

「現在の精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像」及び「医

療保護入院の必要性」の各欄、本件対象保有個人情報４のうち「病名」欄（以下

「本件非開示情報１」という。）並びに本件対象保有個人情報３のうち「病名」

及び「症状」の各欄（以下「本件非開示情報２」という。）を条例16条６号に該

当するとして、本件対象保有個人情報１のうち「入院を必要と認めた精神保健指

定医氏名」欄（以下「本件非開示情報３」という。）を同条２号及び６号に該当

するとして、本件対象保有個人情報２のうち医事課職員氏名（以下「本件非開示

情報４」という。）を同条２号に該当するとして、本件対象保有個人情報１及び

４のうち病院管理者印影（以下「本件非開示情報５」という。）を同条４号に該

当するとして、それぞれ当該部分を非開示とする一部開示決定を行った。 
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オ 条例の定めについて 

条例16条２号本文は、「開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日

その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるも

の」を非開示情報として規定している。 

また、同号ただし書は、「イ 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が

知ることができ、又は知ることが予定されている情報」、「ロ 人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報」及

び「ハ 当該個人が公務員等…である場合において、当該情報がその職務の遂行

に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行

の内容に係る部分」のいずれかに該当する情報については、同号本文に該当する

ものであっても当該情報を開示しなければならない旨規定している。 

条例16条４号は、「開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実

施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」を非開示情報として規定して

いる。 

条例16条６号は、「都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若し

くは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示すること

により、…当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの」を非開示情報として規定している。 

 

カ 本件非開示情報１から５までの非開示妥当性について 

  （ア）本件非開示情報１について 

実施機関の説明によると、医療保護入院は、入院を必要とする精神障害者の

うち入院の必要性について説明や説得を重ねてもなお入院の同意が得られない

など、自身の病気に対する理解がない者を対象として、本人の同意がなくても、

指定医の診断及び家族等のうちいずれかの者の同意があれば入院させることが

できる入院制度である。本人の意思にかかわらず強制的に精神科病院に入院さ

せることができる制度であることから、一般的に、本人の認識と指定医による
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診断の結果との間に相違が生じる可能性がある。 

一方、指定医による診断の結果は、医療保護入院の決定及び精神医療審査会

の審査において、真に強制的な入院を必要としているかどうかの適切な判断を

行うために極めて重要なものであり、入院届に記載される情報は、正確かつ詳

細であることが求められるとのことである。 

さらに、審査会が調査したところ、実施機関は次のとおり主張する。 

診断書を通じて患者本人に伝達される病名は、入院届や退院届に記載された

病名とは必ずしも一致しない。精神医療においては、必ずしも退院が疾病の治

癒を意味するものではなく、一時的に症状が軽くなったり消えたりしている状

態の場合もあり、退院後も治療継続が必要であることが多い。そのため、入院

届及び退院届における「病名」欄を開示することにより、異議申立人の状況又

は将来の治療行為に影響が及ぶおそれがあり、ひいては東京都の精神保健医療

福祉体制の構築に支障を及ぼすおそれがあるとのことである。 

審査会が見分したところ、本件非開示情報１のうち、「病名」欄には指定医

又は医師が判断した病名が記載されており、「生活歴及び現病歴」、「現在の

精神症状、その他の重要な症状、問題行動等、現在の状態像」及び「医療保護入

院の必要性」の各欄には診察時に本人等から聴取した情報を総合して専門的見

地から医療保護入院の要否を判断した内容が記載されていることから、これらの

情報は単なる事実のみの記載ではなく、指定医又は医師が行った診断の結果であ

ると認められる。したがって、そのような情報を記載するに当たり、開示を前

提としなければならないとなると、指定医又は医師が、今後本人の感情や反応

を考慮するあまり記載内容を簡略化するなど、診断結果の記載が消極化、形骸

化するおそれがあり、その結果、精神障害者の医療及び保護を目的とした医療

保護入院の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。この

ことは、医療保護入院の要否について判断を求められる精神医療審査会の審査

についても同様である。 

さらに、行政手続上の必要性に基づき入院届や退院届に記載される病名と診

療の過程等で患者本人に伝達される病名は必ずしも一致しないものであること

を考慮すれば、入院届及び退院届における病名を開示することにより、その後

の治療行為に支障を来すおそれがあり、ひいては東京都の精神保健医療福祉体



 

- 10 - 

制の構築に支障を及ぼすおそれがある旨の実施機関の主張には合理的理由が認

められる。 

したがって、本件非開示情報１は条例16条６号に該当し、非開示が妥当であ

る。 

なお、異議申立人は、病名については病院が発行した診断書に明確に記され

ており、実施機関の言い分には根拠がない旨主張するが、上記の理由により、

異議申立人の主張は採用できない。 

 

（イ）本件非開示情報２について 

実施機関は、本件非開示情報２について、本件非開示情報１と同様に医師が

専門的見地から行った「診断」であり、開示を前提とすると記載内容が消極化、

形骸化し、今後の医療保護入院の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあること

から、条例16条６号に基づき非開示とした旨説明する。 

そこで審査会がこの点について検討すると、医療法６条の４及び医療法施行

規則１条の５に規定する入院診療計画書は、患者を入院させたとき、病院の管

理者が患者の氏名、生年月日及び性別、主治医氏名、入院の原因となった傷病

名及び主要な症状、入院中に行われる検査、手術、投薬その他の治療に関する

計画等を医師に記載させ、当該患者又はその家族へ交付し、記載事項について

適切な説明を行うためのものであると解される。その趣旨を踏まえると、本件

非開示情報２については、医療保護入院の決定及び精神医療審査会の審査にお

いて、適切な判断を行うために正確かつ詳細な内容の記載が求められる本件非

開示情報１と同様に論ずることは適当ではなく、指定医又は医師が入院届や退

院届に記載する診断の内容とは性質が異なるものと考えられることから、実施

機関が説明する事務事業上の支障のおそれがあるとまでは認められない。 

一方、実施機関によれば、医療法施行規則１条の６第２号は、入院診療計画

書の作成及び交付を行わなくてよい場合の一つとして、入院診療計画書を交付

することにより当該患者の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合を定め

ており、当該規定を踏まえ、病院が患者の病状と適切な診療に影響を及ぼすお

それがあると判断し、患者本人ではなく家族に交付したものと解したと説明す

る。このような病院の判断にもかかわらず、本件非開示情報２を開示すること
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により、当該病院との信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあり、医療保護入院

の適切な遂行、ひいては東京都の精神保健医療福祉体制の構築に支障を来すお

それがあることから、条例16条６号に基づき非開示としたとのことである。 

この点につき審査会が調査・検討したところ、本件対象保有個人情報３には、

本人ではなく家族の署名がなされていることが認められることから、当該家族

に対して交付、説明したものであると考えられる。 

そこで審査会が念のため、本件非開示情報２を異議申立人に開示することに

よる病院業務における支障について、当該病院の意見を確認した結果、支障は

ないとの意見であった。 

以上のことから、本件非開示情報２を異議申立人に開示しても、実施機関が

説明するような事務事業上の支障のおそれは認められないことから、本件非開

示情報２は条例16条６号に該当せず、開示すべきである。 

 

（ウ）本件非開示情報３について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報３には指定医の氏名が記載されて

おり、これを開示することにより、本人が病状についての認識を欠いている場

合には、各書類の記載内容の真偽や詳細等を確かめるため、実施機関が説明す

るような指定医の業務に支障を及ぼす行為が行われる事態が想定され、医療保

護入院に係る業務の今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められ

る。 

したがって、本件非開示情報３は条例16条６号に該当し、同条２号の該当性

を論ずるまでもなく、非開示が妥当である。 

 

（エ）本件非開示情報４について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報４には、病院の医事課職員の氏名

が記載されており、当該情報は開示請求者以外の特定の個人を識別することが

できるものであることから、条例16条２号本文に該当し、その内容及び性質か

ら同号ただし書のいずれにも該当しないと認められ、非開示が妥当である。 
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（オ）本件非開示情報５について 

審査会が見分したところ、本件非開示情報５には、病院管理者の印影が記載

されている。これを開示することにより、印影が偽造されるなど、犯罪の予防

に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある

と認められることから、条例16条４号に該当し、非開示が妥当である。 

 

よって、「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

（答申に関与した委員の氏名） 

秋山 收、浅田 登美子、隅田 憲平 


